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２０１５年の新年にあたり 

平 信行（南区） 

 

 

新年おめでとうございます。今年もよろしくお

願いいたします。 

 

昨年のことになりますが、８月１７日、復興

庁・内閣官房・外務省・環境省による「放射線に

ついての正しい知識を」と題した政府広報が主要

全国紙の一頁全面を使って掲載されました。東大

医学部附属病院の中川恵一准教授とレティ・キ―

ス・チェム国際原子力機関（ＩＡＥＡ）保健部長

の二人の講演を要約したものがその内容でした。

その中で中川恵一氏は冒頭次のようなことを述

べています。「２年ほど前に福島県内の中学校で

授業をした際、将来生まれてくる子どもに影響が

あると思っていた女子生徒は５６％もいました。

全身に 2000ミリシーベルトの放射線を浴びた方

も多かった広島や長崎でさえ遺伝的影響はなか

ったと考えられています。そのようなデータがあ

るにも関わらず、６割近い女子生徒がこうした思

いで暮らしているというのは、メディアの報道の

仕方に問題はなかったのでしょうか。」 

以下この政府広報は、放射線の影響について深

刻な誤解がある、福島で被曝によるがんは増えな

い、運動不足など生活習慣の悪化が発がんリスク

を高める、放射性物質はもともと自然界にも様々

な場所にある、かなり高い放射線量でないと健康

への影響は出ない、「国際安全基準」で年間 20ミ

リシーベルトは安全だとしているのだから信じ

ろ、と続いていきます。福島では今、こうした大

掛かりな広報活動によって人々の意識は操作さ

れ、沈殿させられ、賠償打ち切りを梃子
て こ

に住民帰

還の促進がはかられてきています。 

 

放射線被曝による健康への影響が依然として

隠蔽、捏造されたまま流布されている問題の全体

についてはここではさておき、ただ私たち被爆２

世・３世にとって、「広島・長崎では遺伝的影響

はなかった」と公言されることについては黙過で

きないものがあります。これは放射線被曝一般の

問題ではなく、当事者である私たち自身のことに

ついて了解もなく語られていることだからです。

そしてそれは過去にあったことへの評価に止ま

らず、福島の人たちが今をどう生きるかに少なく

ない影響を与える、現在進行形の問題でもあるか

らです。福島の人たちから、福島の中学生たちか

ら「（広島・長崎の）被爆２世・３世のみなさん、

本当はどうなんですか？あなたたちの身体はど

んな体験をし、どう生き、どう考えているんです

か？」という声が聞こえてきそうです。実際にあ

り得る問いかけだと思います。これに私たちはど

う答えたらいいのでしょうか？ 

自分は元気だと思っている人は「私は元気です。

ですから遺伝の心配などしていません」と言い放

ちますか？それとも「２世・３世の中には白血病

やがんなどで亡くなった人もいます。でも親や祖

父母の被爆の影響だとは言い切れなくて、私たち

もよく分らないのです」と曖昧に回答しますか？

「遺伝的影響はあります、あると思います」と答

えようとする人も、それを根拠づける具体的なデ

ータなどは容易に示せないのも現実だと思いま

す。 

遺伝的影響とは言うまでもなく私たち自身の

身の上のことです。さらに私たちの子や孫、３

世・４世にも引き継がれる健康上のリスクのこと

です。そう思えば決して軽々しく語れることでは

ない。多くの被爆者が子や孫にすら被爆の事実や

体験を語れなかった時の苦しみと同じです。「遺

伝的影響はない」と公言する人たちは、こうした

被爆者や２世・３世の苦悩、葛藤を見透かすよう

に語っているのではないかとさえ思います。しか

し、私たちが沈黙を続ければ、いつまでも被曝の
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真実は隠され、誤った理解のままことは引き継が

れ、被害の連鎖と拡大をもたらしていくことにな

ります。私たちにとっては“覚悟と勇気”を必要

とすることではありますが、その思いを込めて、

放射線被曝の被害の繰り返しと拡大を断ち切る

ために、今、語るべきことをしっかりと語ってい

く時ではないかと思います。 

 

福島の中学生たちの顔も思い浮かべながら、次

のように話していってはどうかと思います。 

まず、政府広報等の述べる「広島・長崎の被爆

者の２世・３世に遺伝的影響はなかった」とする

見解の根拠とされているデータは隠蔽と捏造に

よるもので、科学的正当さに欠けていることを示

す必要があります。ＳＴＡＰ細胞のようなもので

す。それを示すにはある程度の勉強も必要ですが、

特別に難しいことでもないと思います。放射線影

響研究所の直近の遺伝的影響調査報告（２００７

年）を見ても、そもそも内部被曝の影響など最初

からないものとして除外した調査となっており、

そうしたこと一つとっても信用に足る根拠とは

言えません。 

次に、被爆２世・３世の身に実際に起こった具

体的事実を、自身の経験も含めて、知っているこ

とをできるだけ多く、あるがままに伝えていくこ

とが必要だと思います。それが直ちに親の放射線

被曝の影響だと証明することはできなくても、可

能性の範囲であっても明らかにしていくことで

す。少なくとも「遺伝的影響はないはず」だから

と切り捨てたりしてはならない。具体的事実こそ

重いものです。それがあってこそ原因の科学的解

明は進められ、真実に迫っていくことができるの

です。放射線影響研究所の責任者である理事長自

身が「放射線被曝の人体への影響は５％も解明さ

れてはいない」と語っているのですから。 

三つ目に、遺伝的影響は先天的なものや若年時

だけのものではなく、２世・３世が高年齢になっ

てから晩発性障害として発症する可能性が高い

とされていることです。上記の放射線影響研究所

の調査報告でも同様のことが述べられていて、特

に生活習慣病疾病の可能性が指摘されています。

従って、私たち２世・３世にとっては本当は今現

在の継続的、本格的調査活動が必要なのです。政

府広報が今日の段階で「遺伝的影響はなかった」

と断じることなどできないはずのものです。この

こともきちんと伝える必要があります。 

最後に、被曝の遺伝的影響は宿命的なもので健

康障害は避けることができないものいう捉え方

をせず、それを克服していく生き方の訴えが重要

だと思います。“自分のリスクを正しく知り、そ

れを乗り越えて生きていく、暮らしていく”こと

こそ大切なことではないでしょうか。これも決し

て軽々しく語れることではありませんが、先人た

ちの生きた実例はたくさんあります。私たち自身

の日々の生き方、暮らし方も（確信のある人は）

語れるとよいと思います。 

偽りの言動に惑わされたり、真実から目を背け

るのではなく、被曝の危険性に真っ正面から向き

合って、共に生きていこう！というメッセージを、

福島の中学生たちに送りたいものです。 

 

今年２０１５年は原爆投下から７０年目の年

です。７０年前のことを思い起こし核兵器廃絶に

向けた誓いを新たにしようと呼びかけられてい

ます。あの惨禍の中を彷徨
さ ま よ

いながら７０年後の今

日までよくも生き抜くことができたと述懐し、生

かされてきた人生に感謝する被爆者もあります。

多様な７０年の迎え方があり、いずれも重要なこ

と、尊いものだと思います。 

もう一つ、この７０年は核による殺戮と破壊の

上に、被爆被害の隠蔽と捏造によって被爆者・被

災者が苦しみ続けてきた年月でもあります。それ

に抗して多くの人々が放射能被害の真実を訴え

続けてきた７０年でもありました。しかし、未だ

被曝影響の虚像は生かされており、新たな被害発

生と拡大の危険性が続いています。そのことを強

く訴えていきたいと思います。私たち一人ひとり

は微力ではあっても無力ではありません。被曝被

害の真実を明らかにし、核の脅威から解き放たれ

る社会実現のために貢献する、そのための大きな

一歩が記
しる

される、そんな被爆７０年の年にしてい

きましょう。 
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はじめに 

今年は２月末にベラルーシを訪問。その後ド

イツ、日本、ベラルーシ医師団と合流して、３

月のドイツ国際医師会議に参加。それに引き続

いて、ヨーロッパ・アクション・ウィークに参

加した。ヨーロッパ・アクション・ウィークの

テーマは「チェルノブイリと福島の事故の後の

未来を考える」で、それぞれの事故の証言者を

各地・各国に派遣するとりくみだった。私（守

田）はトルコに派遣された。日本がトルコに原

発を輸出しようとしているからだ。 

ヨーロッパ・アクション・ウィークを主催し

ているのはＩＢＢ（国際的な教育と交流の場の

提供をしている組織）で、教育と交流のプログ

ラムを熱心にやっている団体。チェルノブイリ

支援もものすごくやっていて、さらにもう一つ

はドイツの子どもたちをアウシュビッツに連れ

ていくことなども積極的にやっている。 

３月にトルコを訪問した縁で、８月、再びト

ルコから招かれた。トルコのシノップ県ゲルゼ

市の夏祭りへの招待で、その夏祭りのテーマが

脱原発、反原発だった。 

   トルコ・シノップの原発建設予定地 

 

１０月、ヨーロッパ・アクション・ウィーク

によるポーランド国際会議が開催された。ヨー

ロッパ・アクション・ウィークで各国に派遣さ

れた人たちがそれぞれの成果を持ち寄り、今後

の脱原発運動をどうすすめるかについて語り合

おうという会議で、私は日本とトルコの間で新

しく作り上げた脱原発ネットワークについて発

言をしてきた。 

そして、ポーランド訪問の機会を活かして、

 
ポーランド訪問で学んだこと 

ユダヤ人をめぐる歴史の深層を踏まえつつ、 

チェルノブイリ原発事故による被ばくの現実を捉えなおす   
 

２０１４年１２月１７日学習会 要旨報告 

お話し：守田敏也さん 
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アウシュビッツを訪問し、いろんなことを学ん

できた。 

２月、３月、８月のベラルーシ、ドイツ、ト

ルコ訪問は、２０１４年８月９日の「２世・３

世の会」学習会ですでにお話ししているので今

回は省略。今日は１０月のポーランド国際会議、

及びポーランド訪問で学んだこと、それらを通

じて、特にウクライナについて深めてきたこと

にフォーカスしてお話ししたい。 

 

ポーランドにおけるユダヤ人の歴史とアウシ

ュビッツ 

■ポーランドにおけるユダヤ人の歴史概観 

ポーランドは１０世紀に建国された国だが、

現在の領土はほぼ建国時と一致する。 

      現在のポーランドの地図 

 

ポーランドの歴史を見ていくと、まず、ポー

ランドという国はヨーロッパの中で最も宗教的

に寛容的だったことを知らされる。言うまでも

なくヨーロッパは歴史的にキリスト教中心の社

会だった。そのことはユダヤ教や異教徒に対し

て非常に迫害的、差別的であったことを意味す

る。キリスト教は対外的にはイスラム教と対立

し、ヨーロッパの内側では絶えずユダヤ教や異

教徒との対立を続けてきた。ヨーロッパのそう

した宗教的土壌の中で、ポーランドのみはユダ

ヤ教に対しても寛容的な国として歴史を歩んで

いた。 

具体的には、１２６４年９月８日「ユダヤ人

の自由に関する一般教書」（カリッシュ法）が制

定され、ユダヤ人の人権保護が明記されている。 

その後、ドイツ騎士団と度々戦争が繰り返さ

れる。１４世紀末グルンヴァルドの戦いでポー

ランドが勝利、１４１４年コンスタンツ会議で

論争が行われた。ドイツ騎士団はポーランドが

異教徒のリトアニア人と連合したことを批判。

これに対してポーランドは、「異教徒と言えども

まったく同じ人間であり、リトアニア人には自

らの政府を持つ権利、平和に暮らす権利、財産

に対する権利があり、これらを自衛する権利が

ある」と主張。教皇庁もこの主張を採択した。

正確には、教皇庁はリトアニア人の人権は認め

ないが、ポーランドがリトアニア人と連合した

ことは認めた。 

こうした歴史から、ポーランドにはたくさん

のユダヤ人が流入するようになっていった。 

加えて１４世紀、ヨーロッパでペストが大蔓

延した時、ペストの流行をユダヤ人の犯行とす

る風評が広がり、たくさんのユダヤ人が虐殺さ

れた。この時も、唯一このような風評の広がら

なかったのがポーランドで、そのことがユダヤ

人の流入をさらに加速させる結果となった。 

ユダヤ人は迫害されてきた民であるため貧し

さから逃れることはできなかった。その中での

しあがろうとする一部のユダヤ人は金融業者と

して力をつけていった。中世キリスト教社会は

建前的には金融業（特に利子）を否定していた。

神の司る時間を使って金儲けをすることはけし

からん、利子は人を堕落させるというのがその

理由だった。しかし、現実的には社会における

貨幣経済の浸透、拡大にともなって、金融業の

必要性は高まり、それを「下賤な仕事」として

ユダヤ人が携わることになっていった。ユダヤ

人を社会の真っ当な構成員として認めず、彼ら

はしばしば共同体の外に置かれていたからだ。 

ポーランド最盛期の地図 
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金融的な力を持つユダヤ人の流入によって、

ポーランドは大国として成長していくことにな

った。ポーランドは１５６９年～１７９５年の

時期に最盛期を迎える。現在のベラルーシ、バ

ルト三国、ウクライナの地域なども含む、ヨー

ロッパ最大の強国となった。 

その後、１８世紀中頃からヨーロッパ全体は

新しい激動の時代を迎え、特にプロテスタント

の台頭等が顕著になっていった。そうした中、

ポーランドは弱体化していく。１７９５年、ポ

ーランドは隣接するロシア帝国、プロシア王国、

オーストリアの３強国によって分割されること

になる。 

ポーランドは領土分割され独立国としての立

場を失うが、多くのユダヤ人は旧ポーランド領

（現在のポーランド、ベラルーシ、ウクライナ

等）一帯に止まり、そこを安住の地として住み

続けた。 

後年、こうした地域にナチスは攻め込むこと

になる。 

■ユダヤ人とは何か？ 

現在のユダヤ人は民族的、文化的に統合され

ておらず、言語も同一ではなく、宗教との関係

も様々であっても、かれらは特殊で、痛ましい、

永く続いた歴史によってつながれている。（『ポ

ーランドのユダヤ人』より） 

ユダヤ人＝ユダヤ教徒と考えられがちだが、

それは正しくない。１８世紀以降ヨーロッパで

は、キリスト教徒であることを否定し、無神論、

非キリスト教徒宣言する人たちが登場してくる

時代となる。ユダヤ人においても同様で、自分

はユダヤ教徒ではないと主張し、さらにはユダ

ヤ人であることを辞める人たちもたくさん生ま

れてきた。そのため実際には、ユダヤ人とは何

かという問いに対して、その回答は大変難しく

複雑なものになっていた。 

しかし一方で、「お前はユダヤ人だ！」と外か

らの決めつけによって「ユダヤ人」とされ、多

くの人が迫害、虐殺されることになっていった。

自分はユダヤ人だとは思っていなかったのにユ

ダヤ人とされた一人の典型がアンネ・フランク

だ。彼女などはユダヤ人としてのアイデンティ

ティはほとんど持っていなかったのに、ナチス

によって「ユダヤ人」にされてしまった人だ。

ナチスは、祖父、祖母のどちらかがユダヤ人で

あった人は全員強制的に「ユダヤ人」と決めつ

け、迫害、虐殺を行っていった。ユダヤ人とさ

れた人々がユダヤ人であることを止めようとし

てもヨーロッパ社会は許してくれなかった。 

ユダヤ人とは何か？「その歴史の始源は旧約

聖書によって知られている。そこにはユダヤ人

の自己意識の基礎的な要素が示されている。す

なわち族長アブラハムに始まるかれらの出自、

イスラエルの地、つまり聖書の約束の地との絶

えることのないこだわり、それに信仰あるユダ

ヤ人とキリスト教徒とのきずなである唯一のヤ

ーヴェへの信仰である。ユダヤ人の運命の独自

性は、迫害のない自由な土地を求めて続けられ

た永い放浪、つまり他民族の間にちりぢりに営

まれたディアスポラの生活、それに加えてユダ

ヤ人以外の環境との関係に由来する。（『ポーラ

ンドのユダヤ人』より） 

非常に分かりにくい説明だが、しかし、敢え

てユダヤ人について説明すると、こう言うしか

ない。「ユダヤ人とは何か？」それは常に繰り返

されてきた問いであって、容易に回答すること

のできない問題だ。 

ユダヤ人は自己の解放の方向性をどこに求め

ていったのか？ 

第一に、非常に象徴的なことして、ユダヤ人

としての民族解放ではなく、普遍的な人間とし

ての解放を求め、その人たちはマルクス主義に

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%AD%E3%82%B7%E3%82%A2%E5%B8%9D%E5%9B%BD
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%97%E3%83%AD%E3%82%A4%E3%82%BB%E3%83%B3%E7%8E%8B%E5%9B%BD
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%8F%E3%83%97%E3%82%B9%E3%83%96%E3%83%AB%E3%82%AF%E5%90%9B%E4%B8%BB%E5%9B%BD
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傾倒していった。ロシア社会民主党（ボリシェ

ビキ）に結集していった。そのことは革命直後

の党中央委員会にユダヤ人が圧倒的に多いこと

に表されている。例えば、トロッキー、ジノヴ

ィエフ、カーメネフ、ラデック、クループスカ

ヤなど。 

一方、ユダヤ人であることにこだわりつつ社

会主義を模索した人々は独自組織を作っていっ

た。（ユダヤ人ブンド） 

さらに社会主義ではなく、ユダヤ人だけの国

家建設を求める人々はシオニズムに傾倒してい

った。これが現在のイスラエル建国につながる。 

■ポーランドの独立回復とドイツ・ソ連による侵

攻・分割 

１９１７年のロシア革命と第一次世界大戦終

結により、１９１８年、ポーランドは独立を回

復した。 

しかし、１９３９年、ポーランドはナチスド

イツから攻め込まれ、独ソ不可侵条約締結によ

ってドイツとソ連によって分割されることにな

った。このことが、アウシュビッツ収容所がド

イツではなく、たくさんのユダヤ人の住むポー

ランドの中に作られた理由だ。 

１９３９年のドイツとソ連による分割 

 

 さらに１９４１年、ナチスドイツはポーラン

ドを足場に、ソ連侵攻＝バルバロッサ作戦を展

開するに至る。 

ポーランド一帯がドイツとソ連に分割された

時、ウクライナ地域ではナチスの力を利用して

ソ連の侵攻に抵抗する勢力があった。その勢力

は第二次大戦後のソ連領時代に徹底して弾圧さ

れ、その勢力の名前も消失していたが、ソ連崩

壊、ウクライナの独立を機会に復活してきた。

ネオナチだ。２０１４年２月のウクライナ政変、

新政府発足を機に台頭し、新政府内の一部を構

成するに至っている。 

■アウシュビッツ 

アウシュビッツは最初からユダヤ人殺害のた

めの収容所として作られたわけではない。最初

は「強制収容所」と言われ、主にポーランド占

領に抵抗したポーランド人やソ連軍捕虜の収容

を目的に作られた。その後徐々にユダヤ人、ロ

マ（ジプシー）、障害者などに収容が拡大し、ヨ

ーロッパ中からこうした人々を集めてくる所に

なっていった。 

最終的には収容所の目的がユダヤ人の「絶滅

収容所」に転換されていった。アウシュビッツ

に送られたユダヤ人の４分の３は実際は収容さ

れることもなく、直接ガス室に送られ殺害され

ている。 

アウシュビッツでは何人の人が殺されたのか

正確にはどうしてもわからないのだそうだ。一

説に１５０万人とも言われている。ちなみに、

当時のポーランドに住んでいたユダヤ人は３０

０万人、生き残った人は５万人、したがって２

９５万人のユダヤ人がポーランド一帯で殺され

た。ヨーロッパ全体で殺されたユダヤ人は６０

０万人だから、その半分がポーランドに住んで

いたユダヤ人ということになる。 

ちなみに現在のポーランドにはユダヤ人はほ

とんど住んでいない。 

アウシュビッツケ―トに掲げられているスローガン 

「労働すれば自由になる」 
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実際にアウシュビッツを視察しての私の第一

の感想（感覚）は、すごく慰霊はされているな

と思ったことだ。博物館になってから物凄く多

くの人々が訪れており、花が手向けられ、虐殺

のひどさにみんなが胸を痛めていて、ここで亡

くなった人たちはもう彷徨っていないのではな

いかなと思った（感じた）。私にとっては、最近

三陸海岸を通った時の方が、肌に感じる、何と

も言えない、自分が不安になるようなものを感

じた。全然慰霊がされていないからだ。 

アウシュビッツには今でもたくさんの人が訪

れていて、特に若者が多く、若い人がこうして

たくさん訪問してくるのはいいことだと思った。

私自身がこのようなことに自分の人生の中でず

っと向き合って生きてきていたので、ある種の

覚悟ができていたのだとも思う。アウシュビッ

ツでは確かにあまりにも残酷な虐殺の証拠や記

録が示されているけれど、事前に学習していた

とおりの印象を受けた。 

それよりも、現代のことに関わる問題ですご

くびっくりすることになった。 

■ヒトラーチルドレンと現代の問題 

ＮＨＫ・ＢＳ世界のドキュメンタリー「ヒト

ラー・チルドレン～ナチスの罪を背負って」と

いう番組があり（２０１３年８月１５日放映）、

私はそれを見てから今回アウシュビッツを訪問

した。その番組は以下のような内容だった。（Ｎ

ＨＫホームページなどを参考に） 

ナチスの重要人物の息子や孫、子孫に当た

る５人のドイツ人を取材し、親族をホロコー

ストで亡くしたユダヤ人監督が、過去を背負

アウシュビッツ内処刑場 

ナチス高官と軍医が強制労働とガス室を振り分け 

ガス室に投げ込まれた殺虫剤（チクロンＢ）の空缶 

ビルケナウ（第二アウシュビッツ）への引き込み線 

ガス室へと並ぶ親子 
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いながら生きる彼らの姿を描いた番組。（イス

ラエルとドイツの共同制作） 

アウシュビッツの初代所長ルドルフ・ヘス

の孫ライネル・ヘスも取材され登場する人物

の一人。彼は長くアウシュビッツを訪れるこ

とすら許されていなかったが、今回初めてア

ウシュヴィッツを訪問する。ルドルフ・ヘス

の住んでいた家が収容所の壁の向こうにあっ

て、そこで子育てもしていた。ライネルは、

邸宅から壁一枚隔てた場所にガス室があった

ことを知り、絶句する。イスラエルから訪れ

ていた学生たちから辛辣な質問を浴びせられ

るライネル。しかし、ホロコーストを生き延

びた老人から「君がやったわけじゃない」と

声をかけられ、堪えていたものがあふれ出す。 

番組の中で語ったライネル・ヘスの言葉。

「この罪の意識を背負って苦しむために私の

人生はある。祖父がしなかったことを私がや

る。償いではなく、祖父がすべきことを私が

やるということ」 

ガス室と焼却炉の煙突（ヘスの屋敷の近く） 

 

 この番組と重ね合わせながら、収容所の現場

を視察することになった。番組を見て、過去の

罪に向き合いながら、それを背負って生きる人

の凄さ、尊さというものを思った。これが今の

時代において一番尊いことなのではないか。自

虐史観なんてまったく正反対のことだ。過去の

罪を認めて、それを悔いようとする生き方こそ

が素晴らしいと思うし、その姿をみたら犠牲者

の人たちだって、「あなたの罪ではない」と言っ

てくれる。そういう関係が作られていく。 

アウシュビッツの象徴的なモニュメントとし

てルドルフ・ヘスを吊るした絞首刑台がある。

その前で、イスラエルから来ていた高校生たち

が、イスラエルの国旗を掲げながら集まり、絞

首刑台の前で記念撮影をする現場に遭遇した。

その姿を見て私はウワーッと思った。彼らは間

違いなくイスラエルに帰って徴兵される。そし

てガザの侵攻に派兵されるかもしれない。まさ

に現代の問題だ。イスラエル国家は“アウシュ

ビッツを利用している”と思った。 

アウシュビッツ収容所の日本人ガイド・中谷

剛さんは次のようなことを話された。 

 アウシュビッツへの訪問者は増えている。

特に若者が多い。それはヨーロッパが悟っ

たからではない。排外主義がまた強くなっ

ていることに対し、これではいけないと思

う人たちが若者を送り込んでいるからだ。 

 イスラエルのガザ攻撃をどう止めるか。ユ

ダヤ人たちが安心できる世の中を作ること

が問われている。アウシュビッツ博物館で

各国の若者がすれ違うのは、そのための一

つの良い機会だ。 

 アジア人はドイツ人を美化し過ぎだ。ヨー

ロッパではそれぐらいして当然という受け

止め。それだけ日常的にたくさんの人々が

ユダヤ人大量虐殺に関わったのだ。ここま

でしなければドイツ人はヨーロッパで受け

入れられなかった。 

 ライネル・ヘスさんもドイツでは「変人」。

ヒットラーチルドレンのすべてが罪を捉え

返しているわけではない。捉え返さず、眼

をそむけている人もたくさんいる。ヘスさ

んのような人はまれなのだ。 

排外主義は日本だけではない。ヨーロッパ全

体にも今、排外主義が強まっている。新自由主

義によって貧富の格差が拡大し、その中から排

外主義は生まれ台頭してくる。これではいけな

いと思う人たちが、今、多くの若者をアウシュ

ビッツへ送ってきている。 

ドイツ人だったらみんなが過去の歴史に向き

合っているかというとそうではない。真剣に自

身を問うて真面目に生きようとしない限りなか

なか向き合えるものではない。だから、ドイツ
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より日本が立ち遅れているなどと考える必要は

ない。むしろ、日本にも、日本の罪を捉え返し

て生きようとする人たちはたくさんいて、それ

が尊いことであり、それが世界で本当に戦争を

止める力となるのであって、日本は日本の条件

の中でずっとそれを行ってきたことを確信にし

たい。河野談話もその攻防の産物としてあった。 

それと、安倍晋三はやはり危険だと思う。彼

も言わばＡ級戦犯である岸信介を祖父に持つ

「ヒットラーチルドレン」だ。しかも岸信介は

強制連行の張本人である商工業大臣をやってい

た人物だ。安倍晋三が慰安婦問題を否定しよう

とする根底には、岸家に対する強烈な自己肯定

観があることを見ておく必要がある。 

 

ポーランド国際会議（１０月２３日～２６日） 

ポーランド国際会議の様子 

国際会議のスタッフたち 

 

冒頭話したようにこのポーランド国際会議は

ＩＢＢによるチェルノブイリ支援の目的で開催

された。主催者は、「私たちにとって一番大切な、

私たちがこれから一番力を入れていきたい国、

ポーランドにやってきてこの会議を開くことが

できた」と挨拶した。ナチスドイツのユダヤ人

大虐殺の歴史に向き合い、それを忘れず、償い

続けようとする姿勢が国際会議の根底にある。 

■原子力の黄昏 

国際会議では「原子力の黄昏」と題したマイ

ケル・シュナイダー氏の講演が行われた。 

チェルノブイリ以降世界の原発は増えておら

ず、ヨーロッパではむしろ明らかな減少傾向に

ある。老朽化も進行している。世界の原発の平

均年齢は２７歳になる。世界の原発はこれから

どんどん廃炉に向かっていく趨勢にある。廃炉

時期を引き延ばそうとする動きが出てくるので

それを許さない運動も大切だ。 

ヨーロッパの原発は減っている 

老いる原発 

ウランの国際価格の暴落という事態が生じて

いる。これは日本の全原発稼働停止が大きな原

因だ。世界最大の原発は東電の柏崎刈羽原発だ

が、それも含めて日本の５０基以上の原発が全

部止まっている。これがウランの国際価格暴落

をもたらしてきた。 
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日本の民衆行動がここまで国際的な原発村を 

追いつめているのだ。私たちの運動は選挙の議

席数などだけではかれるものではない。大いに

自信を持つようにしよう。これから一つ二つの

原発が動かされることはあるかもしれない。け

れど、何十もの原発が再稼働するようなことに

は絶対にさせない。事態はここまで来ている。

原子力は本当に黄昏なのだ。 

ウラン国際価格の暴落 

 

今回のこの国際会議のいいところは、リクビ

ダートル（原発事故の処理作業に従事する人々）

もたくさん参加した会議であることだ。国際会

議と言うと、学者だとか医者だとかだけの会議

をイメージされがちだが、そうではなく、こう

した庶民もたくさん参加した会議であったこと、

そういうポリシーのあり方に胸を打たれた。 

私は脱原発運動のトルコとの連携したとりく

みの報告を発言したが、発言の後、ウクライナ

のリクビダートルが私に駆け寄ってきて、とて

もいい発言だったと感激してくれた。 

リクビダートルの方たち 

 

国際会議にはカザフスタンの政府からも参加

があった。カザフスタンは長年セミパラチンス

クで核実験が行われてきた国で、私が被爆二世

だと自己紹介して発言したことに凄く関心をも

たれたようだった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

カザフ政府 

の方たちと 

 

 

 

■核政策推進の国際機関に立ち向かう『ウクラ

イナ政府報告書』 

最後にウクライナのことについてお話しする。 

２０１１年４月に、チェルノブイリ原発事故被

災についての『ウクライナ政府報告書』が発表

された。これは２０１２年時点では２３６万４

５３８人にもなるウクライナの被災者のデータ

に基づく、物凄く画期的な報告書だ。 

調査された被災者の内訳は、 

 原発事故作業員 ３１万７，１５７人 

 立入禁止区域からの避難民 ８万１，４４２人 

 低線量汚染地域の住民 １５３万１，５４５人 

 これらの第２世代 ３１万９，３２３人 

 すでに死亡している人 １１万５，０７２人 

被災者の中に１５３万人の「低線量汚染地域

の住民」が含まれおり、このことがとても重要

な意味を持つ。これまでの国際機関が認めてい

た放射線被害とは異なり、あらゆる病気がたく

さん発生している事実を、世界で初めて、政府

報告書として明らかにした。中身を見てみると、

原発周辺の立ち入り禁止区域からの避難民は、

１９８８年には３１．５％の人が、２００８年

には７８．５％の人が何らかの慢性疾患に侵さ

れている。なんと８割もの人だ！ 

これまで国際機関の認めてこなかった病気を

ウクライナ政府報告書は原発事故の影響による
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病気だとして発表した。このことはＮＨＫのド

キュメンタリー番組でも放送されており、そこ

では下表のように比較して紹介された。 

ウクライナ政府 国連科学委員会 

白血病 白血病 

白内障 白内障 

小児甲状腺がん 小児甲状腺がん 

心筋梗塞  

狭心症  

脳血管障害  

気管支炎 など  

ＵＮＳＣＥＡＲ（国連科学委員会）は上表の

３つの病気しか放射線による障害を認めてこな

かった。このことが物凄く大きな攻防点になっ

てきていた。福島でもそうだ。実際は心筋梗塞

などたくさん発症しているのに、その原因を原

発事故だとは認めてこなかった。これを認める

と、これまで国際機関の言ってきた体系がすべ

て崩れることになる。だから、向こう側にとっ

てもこのウクライナ政府報告書は物凄く大変な

報告書だったはず。 

ウクライナで実際に発生しているがん以外の

病気では、最も重大なのは循環器系異常が疾患

の３０％を占めていること。がん以外の慢性疾

患による死因の８９％が循環器系疾患だ。脳出

血、脳梗塞、心不全、心筋梗塞、狭心症等。次

いで消化器系疾患の２６％、さらに呼吸器管疾

患で慢性気管支炎などが続く。発症時期の早い

のが甲状腺異常だ。 

■第２世代に広がる病気 

『ウクライナ政府報告書』の示しているもう

一つの大きな問題は、第２世代への影響につい

て報告されていること。これは私たち「２世・

３世の会」にとっても特に重大関心事となる。 

慢性疾患を持つ第２世代は１９９２年には２

１．１％、２００８年では７８．２％にもなる。

第２世代では健康な子は２割しかいない。疾患

の内訳は、内分泌系疾患１１．６１倍、筋骨系

疾患５．３４倍、消化器系５．００倍、精神及

び行動の異常３．８３倍、循環器系疾患３．７

５倍、泌尿器系３．６０倍。 

被災地の学校では特別規則が作られていて、

１９８７年から４５分の授業時間を低学年は１

０分、高学年は５分短縮している。子どもの体

力がもたないからだ。チェルノブイリ事故前は

５年生から１１年生まで各学年で試験を実施し

ていたが、事故後は９年生と最終学年の１１年

生以外は試験を廃止した。子どもが試験中に倒

れるからだ。低学年には宿題も出さないことに

なっている。 

被災地のある学校の実例（コロステンにある

学校で生徒数４８５人）によると、甲状腺など

の内分泌疾患を持つ子が４８．２％、肉体的発

達障害（背骨が曲がっている、背中に異常があ

るなど）２２．１％、目の障害１９．２％、呼

吸器管の障害６．７％、消化器系疾患・神経疾

患５．０％となっている。学校ではもはや体育

の授業ができなくなっている。 

第２世代の慢性疾患の増加 

第２世代の健康被害を考えるとき、第２世代

の継続被曝の実態を考える必要がある。遺伝的

影響だけでなく、母親が懐妊した時から汚染地

域に住み続けてきたことによる直接被曝の当事

者でもあることも間違いない事実であって、し

かもその影響が大きい。従って、ウクライナの

第２世代の健康被害のデータはただちに遺伝的

影響を証明するものではなく、継続被曝による

影響が中心となる。しかし、すでに汚染地帯か

ら転出している人たち（今回の調査対象には含

まれていない）も含めてしっかりとした疫学調

査をすれば、遺伝的影響も明らかになるのでは

ないか。 

放射線の遺伝的影響については、実はＩＣＲ

Ｐ（国際放射線防護委員会）も認めている。影

響はまったくないとは言っていない。但し、そ



京都「被爆２世・３世の会」会報№２７   ２０１５年 １月２５日 

13 

 

れは物凄い高線量被曝の場合でないと発生しな

いとしており、だから広島・長崎では「遺伝的

影響は確認されない」ことをＩＣＲＰや国際機

関の見解としている。動物実験では遺伝的影響

は証明されていることだが、その場合も８００

ミリシーベルト以上を被曝ラインとしている。 

『ウクライナ政府報告書』のことはＮＨＫ「Ｅ

ＴＶ特集」で放映され、その後『低線量汚染地

域からの報告 チェルノブイリ２６年後の健康

被害』（ＮＨＫ出版）というタイトルで出版もさ

れた。こちらも是非参考にして欲しい。 

■ウクライナ政府報告書の画期的な位置 

この報告書は一国の政府という最も大きな公

共機関が国を挙げた調査をもとにして国際的な

原子力推進派の放射線量評価体系を抜本的に批

判したものだ。批判の対象となった国際機関は、

国際放射線防護委員会（ＩＣＲＰ）、国際原子力

機関（ＩＡＥＡ）、国連科学委員会（ＵＮＳＣＥ

ＡＲ）。『ウクライナ政府報告書』を認めれば、

現行の世界の放射線防護（核擁護）体系の瓦解

につながることになる。 

例えばＩＣＲＰとＥＣＲＲ（ヨーロッパ放射

線リスク委員会）との違いはどれほどのもの

か？ 

 ＩＣＲＰとＥＣＲＲの被曝死者数見積も

りの違い 

     

 
線量

ｍSv 
死者数 

線量

ｍSv 
死者数 

がん死 4,464 1,173, 000 104 61,691,512 

小児死亡 1 0 24 1,600,000 

生活の質喪

失 
4,464 0 104 10％ 

初期胎児死

亡＋死産 
1 0 24 1,880,000 

   総計 65,099,512 

 

■ウクライナの危機 

ウクライナに今起こっていることはチェルノ

ブイリ原発事故の後遺症とも言える事態だ。甚

大な被害がチェルノブイリ原発事故による被害

と認知されず、十分な国際的援助が受けられず

にきた。ここがベラルーシとの大きな違いとな

っている。ベラルーシは国際的核推進機関の見

解を受け入れ、その見返りとして国際的な援助

を獲得してきた。一方ウクライナは国際的核推

進機関と真っ向から対決し、その結果援助を退

けられてきた。そのことが大きな原因となって

ウクライナ社会は疲弊し、ウクライナ社会の分

裂を招いてきた。 

２０１４年２月、ウクライナの政変が起こり、

それを機に内戦にまで至っている。ウクライナ

新政府ＶＳ新ロシア派という構図だが、新政府

には明らかにアメリカが加担し、新ロシア派に

はロシアが加担している。さらに新政府側には

ネオナチも参加している。かってのソ連邦崩壊

過程のオレンジ革命などと言われた変革とは明

らかに異なる異常な事態だ。単純にどちらが正

義とも言えない。 

今回の政変は『ウクライナ政府報告書』抹殺

のためではないかとさえ思えてしまう。 

ウクライナ・サボリージャ原発 

ウクライナでは１１月２８日、原発事故も発

生した。ヨーロッパ最大の原発・サボリージャ

原発の３号機が緊急停止した。事故内容は外部

の電源回路のショートだとされているが、真相、

原因については不明、非公開となっている。そ

してわずか１週間で再稼働しており、十分な点

検もしないまま再稼働したとしか思えない。 

ウクライナでは内戦のためドネツクの炭鉱が

生産停止し、エネルギー、電力不足が深刻にな

っている。原発を早く動かさないと冬を越せな

ＩＣＲＰ ＥＣＲＲ 
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い、という事態が背景にある。内戦の中におけ

る原発の危機、の象徴的な出来事だ。 

ウクライナでは原発が内戦の戦闘に巻き込ま

れる可能性もある。５月１７日、銃で武装した

ネオナチグループが「親ロシア派から原発を守

るため」と主張して原発施設に乱入しようとし

た事件があった。かろうじて警官隊によって乱

入は阻止された。７月１７日に発生したマレー

シア航空機撃墜事件は依然として犯行者不明の

ままだ。最も深刻なことは、真相不明であるこ

とが人々を疑心暗鬼の状態にしていき、不測の

事態を招きかねない危険性を持っていることだ。 

さらにウクライナの原発にはウラン燃料問題

もある。ロシア製ウラン燃料が枯渇したため２

００５年～２００９年、南ウクライナのロシア

製原発３号機に、東芝傘下の米ウェスティング

ハウス社製燃料を装填して運転した。ロシア製

とアメリカ製とでは全然企画が違うにも関わら

ずだ。その後、燃料棒の深刻な破損が発見され

て２０１２年この燃料棒の使用は禁止となった。

しかし、２０１４年２月新政府が発足して、こ

の政府はまたウェスティングハウス社との契約

を行った。再び企画違いの燃料棒装填の可能性

がある。重大な原発事故発生の危険をともなっ

て。 

 

最後に 

今、私たちは戦争と原発事故の痛みをシェア

し、国際的な連帯の下に乗り越えていく必要が

ある。そのために何をなすべきか。 

① 排外主義を許さず戦争を止める！ 

② チェルノブイリ、福島をはじめ、世界の

ヒバクシャを救済する！ 

③ これ以上の核事故を防止する！ 

ウクライナにおける“チェルノブイリの痛み”

を世界がさらに受け止めて支援していく必要が

ある。その時に、福島の事故を経験した私たち

は、外から支援していく立場ではなく、同じ痛

みを共有するものとして、共に歩んでいく姿勢

が大切だ。そのことが本当に問われていると思

う。 

同時に、ＩＣＲＰの、放射線被曝の影響を非

常に低く見積もったあり方が、すべての被曝者

を苦しめてきた根源となっていて、それを解体

していかなければならない。 

みなさん、国境を越えた連帯を！ 

Ｐｏｗｅｒ ｔｏ ｔｈｅ Ｐｅｏｐｌｅ！ 

ポーランド国際会議にて 
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のお知らせ 

福島原発事故から 4年近くが経ちます。政府は放射能の害をとても小さく見積もり、危険地帯に人を

呼び戻そうとしています。しかし実際には関東・東北でさまざまな放射能被曝由来と思われる病気の発

生が報告されており、危険性が隠されたまま被害が進んでいます。こうした中で私たちが命を守ってい

くためには、内部被曝のメカニズムと危険性や、内部被曝の危険性が軽んじられてきたカラクリをしっ

かりと学ぶことが大切です。 

矢ヶ﨑さんは原爆被爆者の病気が放射線由来であることの認定を求める「原爆症認定訴訟」への関わ

り以来、隠された被曝の現実を暴いてこられた内部被曝研究の第一人者です。その矢ヶ﨑さんに内部被

曝のメカニズムと危険性が隠されてきた歴史を解説してもらいます。放射線防護のスタンダードを作り

出している国際放射線防護委員会（ＩＣＲＰ）が被曝影響を軽く見せてきたレトリックについての最新

の研究成果も教えていただきます。 

講演の後、京都市で子どもを被ばくから守る活動に取り組んできた加藤あいさんと広海ロクローさん

を交え、パネルディスカッションを行います。分かりにくかったところを質問しながら内容を深め、お

二人の活動についても語ってもらい、会場からの質疑も受けます。 

コーディネーターは矢ヶ﨑さんと共に内部被曝の危険性を訴えてきた守田敏也さんです。みなさん。

ぜひ一緒に内部被曝について学び、すべての命を守る力を培いましょう！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

矢ヶ﨑克馬さんのプロフィール 

１９４３年生まれ。沖縄県在住。広島大学大学院理学研究科博士課程単位取得満期退学。理学博士。

専攻は物理。琉球大学理学部教授、理学部長などを経て２００９年３月定年退職。 

２００３年より原爆症認定集団訴訟で「内部被曝」について証言をする。 

東日本大震災以降は、福島ほか、全国各地で講演している。２０１２年久保医療文化賞受賞。著書

に『隠された被曝』（新日本出版社）『力学入門（６版）』（裳華房）共著に『内部被曝』（岩波

ブックレット）がある。 

矢ヶ﨑克馬さん講演会－「隠されてきた内部被曝の危険性」 

■日時 ２月８日（日）午後１時開場 ・１時３０分開始 

■場所 吉田南４号館１階 ４共１１教室 

■講演 矢ヶ﨑克馬（琉球大学名誉教授） 

■パネルディスカッション パネラー 

 矢ヶ﨑さんほか、加藤あいさん（日本共産党京都市会議員） 

 広海ロクローさん（ノンベクキッチン ホテヴィラ店主） 

 コーディネイター 守田敏也さん（フリーライター） 

■参加費 1000円 

□主催   矢ヶ﨑さん講演会実行委員会  

代表   守田敏也（090－5015－5862）morita_sccrc@yahoo.co.jp 

 予約はいりません。 

 託児はありませんが子どもと親御さんが一緒に入れるスペースを作ります。 

 絵本など準備します。泣き声など気にせずに会場内でお話を聞いてください。 
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今号からは韓国・朝鮮の被爆者と日本軍「従軍

慰安婦」被害者との繋がり・関わりについてふれ

たいと思います。 

昨年、しんぶん「赤旗」１０月２５日付・３面

「特報」①は「沖縄にみる『慰安婦』問題の真実」

を報道し、戦前、沖縄・慶良間列島の一つである

渡嘉敷島において性奴隷被害にあったぺ・ポンギ

（裵奉奇）さんに関する史実の一端を掲載してい

ました。 

明けて本年、同紙は１月１３日付・３面「特報」

②で「戦後七〇年 沖縄戦・『集団自決』の真実」

を掲載しました。 

これらの記事にある通り、渡嘉敷村はアジア・

太平洋戦争末期、連合軍（米軍）の沖縄本土上陸・

地上戦の１９４５年４月１日に先立ち戦火にま

みれた島です。当時の村民の半数近くが沖縄本土

での地上戦を前にして「集団自決」によって命を

奪われた地でもありますが、この過酷な戦火をく

ぐり抜け性奴隷の被害の後も戦後ながらく塗炭

の苦しみの中、生まれ故郷の韓国に帰郷すること

なく沖縄の地で生き抜いた方がぺ・ポンギさんで

す。 

②の記事で「集団自決」の体験者である吉川嘉

勝さんは慶良間列島の「栗国島、久米島、渡名喜

島、みんな日本軍がいなくて『集団自決』がなか

った島」と慶良間諸島について語っていますが、

同時にこれらの諸島には当然ですが「慰安所」は

設置されていません。日本軍と「慰安所」「集団

自決」とが不可分の関係にあることを事実である

とする報道記事です。 

 このぺ・ポンギさんの「戦前」の被害と「戦後」

の沖縄での「放浪」の暮らしぶりについて早い時

期、１９７０年代後半から取材をされてきた方に

川田文子さんという方がいます。彼女の著作から

の引用をまずはお目通し下さい。 

  … … … 

ペ・ポンギさんは「慰安婦」被害を公にした最

初の証言者でした。けれど、自ら名乗り出たわけ

ではなく、沖縄に住み、生活保護を受けるために

過去の事実を明らかにしたのです。 

 

 一九七二年五月十五日、沖縄の施政権が日本に

返還されると、四五年八月十五日までに来日した

沖縄在住の韓国・朝鮮人に対して、その事実が確

認されれば特別在留を許可する措置がとられま

した。申告期間は三年、つまり、七五年五月一四

日までです。 

 

特別在留の申請手続の過程で、出入国管理事務

所の取り調べを受け、どのような経緯で沖縄に来

たかが明らかにされました。ポンギさんは、南の

島に行けば金が儲かるとだまされて、北朝鮮咸鏡

道の興南という町から釜山、下関、門司、鹿児島

を経て、那覇の沖合い五五キロの渡嘉敷島の慰安

所に連行されてきてことを明らかにしたのです

（「イアンフ」とよばれた戦場の少女・川田文子

著・高文研、１３ページ）。 

  … … … 

川田さんはこの取材に続き、一九七九年の初夏、

朴正煕軍事政権下の韓国へポンギさんの故郷に

親族を訪ね、生き別れたお姉さんのペ・ボンスン

（ボンソン）に会うことを実現します。川田さん

は当時、韓国・朝鮮語が不得手でこの探索の旅に

協力、通訳をした人たちが実は、広島・長崎で被

爆した関係者だったのです（「イアンフ」とよば

れた戦場の少女・川田文子著・高文研、３０、３

１ページ）。 

  … … … 

案内を引受けてくれた朴秀馥さんは……広

島・長崎で被爆し、戦後韓国へ帰ったが、治療の

手段もなく原爆症に苦吟する人々を描いた創作

やルポルタージュを、数多く発表している秀れた

あまり知られていないヒロシマ・ナガサキの被爆事実 

韓国・朝鮮の被爆者 ６ 
石田 信己（左京区） 
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放送作家である。（赤瓦の家・川田文子著・筑摩

書房、２３５、２３６ページ） 

 朴さんは仕事があり、今度、通訳として同行し

ていただく予定だった辛泳洙さんの都合もつか

なかった。……戦時中、広島にいて被爆した辛泳

洙さんと再び李家を訪れたのは……（赤瓦の家・

川田文子著・筑摩書房、ページ２４８、２５５ペ

ージ） 

  … … … 

この広島で被爆した辛泳洙さんとは、実は戦後

に韓国・朝鮮に帰った被爆者でいばらの道の運動

を経て最初に「被爆者手帳」第一号を取得した方

で、韓国原爆被害者協会の三代目の会長をつとめ

た方でもあります（ヒロシマを持ちかえった

人々・市場淳子著・凱風社、５７、５９ページ）。 

つまり 日本軍「慰安婦」被害にあったペ・ポ

ンギさんの歴史事実を明らかにした川田さんの

探求、著作活動を韓国で支援・協力していた人た

ちとは、広島・長崎で被爆し故郷の韓国で苦労に

苦労を重ねて被爆者被害を問い、その補償の運動

に関わっていた人たちだったということです。日

本のアジア・太平洋戦争の結果、侵略と植民地下

での「慰安婦」被害と被爆被害というもっとも苛

酷な事実は、その被害という地下水脈で支流と支

流とが合流していたと思うわけです。 

 因みにこの第一号の手帳取得は１９７４年、日

本での旧原爆医療法に遅れること１７年後であ

り、新たな認定について日本国内同様になお困難

があり、かつ国内と同様の補償をめぐってもなお

不足が続いているのが実情です。 

 さてもう一つの「慰安婦」被害と韓国・朝鮮被

爆者とのつながりについてふれます。前述のペ・

ポンギさんはついに生まれ故郷に帰ることなく

１９９１年１０月に沖縄で亡くなっていますが、

同年８月にソウルにて金学順さんが自ら「慰安婦」

被害を名乗り出たことはよく知られていること

です。これ以後、日本の戦後処理、過去清算の重

要な課題の一つとして現在に至り未解決の「慰安

婦」問題があります。やむ得ない事情により「慰

安婦」被害を明らかにしたぺ・ポンギさんから自

ら名乗り出た金学順さんへこの解決＝謝罪・補償

の運動は継承されたとも言えます。 

 この前年９０年、日本政府は在韓被爆者に対す

る補償を「人道的支援」として４０億円を一時金

として支払うことで「解決」しようと日韓政府間

で合意しましたが、この「一時金」決着に抗議し、

６月２１日にソウルの日本大使館前で服毒自殺

をはかった在韓被爆者に李孟姫さんという方が

います。幸いにして命は取り留めますが、貧困な

暮らし向きは変わらず失対事業で働いていまし

たが、その仲間に金学順さんがいて、彼女をして

「慰安婦」被害をはじめてカミングアウトする勇

気を与えたと言います（ヒロシマを持ちかえった

人々・市場淳子著・凱風社、８４、９３ページ）。

日本政府の戦後処理、過去清算の不徹底と不誠実

への共通する怒り、義憤がそこにあるのは当然の

ことです。 

ここでも植民地下での「慰安婦」被害と被爆被

害、その後の過去清算の不徹底をめぐるもっとも

苛酷な底辺での闘いが、地下深く命がけの水脈が

流れあい、一つに繋がっていることが象徴的に示

されていると思います。 

 以前の会報で広島での韓国・朝鮮被爆者の多数

が慶尚南道陝川郡の出身者であることをお知ら

せしましたが、このことは「慰安婦」とされた女

性たちの出身地とも関係します。 

  … … … 

慶尚道農村の窮状は、「慰安婦」として動員さ

れた女性たちの出身地とも符号します。韓国女性

部・戦争と女性の人権センター「日本軍「慰安婦」

証言統計資料集」（２００２年）によると、出身

地は慶尚南道３０・７％、慶尚北道２４・５％、

全羅北道９・９％、全羅南道８・９％の順になっ

ています（「慰安婦」問題を／から考える）・岩波

書店、６ページ）。 

  … … … 

韓国・朝鮮における「慰安婦」被害者と被爆被

害者の出身地に共通性があるということはいず

れの地域も日本の植民地支配下にあって「近代化」

政策により農村地域の窮迫的疲弊が拡大してい

った歴史経過と不可分であり、このことを決して

忘れてはいけないと最後に強調したいと思いま

す。
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本・ＤＶＤ・映画・番組・その他の紹介と交流 

紹介：石角敏明さん（長岡京市） 

 

昨年１２月の例会で講演された守田敏也さんが紹介された書籍を読んでみました。その内容を、

私なりに紹介させて頂きます。 

 

（１）「チェルノブイリ報告」（岩波新書 ：８００円＋税） 

 この本が出版されたのは、１９９１年４月で、約２４年前になるが、 

一読して大変驚いた、というか背筋が寒くなってきた。書かれている内 

容が、今「福島」で起こっている事と全く同じである。例えば「有機農 

業のための土壌を作るのには、１０年近くかかるという。……たった１ 

回の原発事故で、一瞬のうちに無惨にも汚染されてしまったのである」 

（チェルノブイリ）「山の落ち葉で腐葉土を作り、農薬を一切使わず畑を 

耕してきた。……長年の苦労が台無しにされた」（プロメテウスの罠 ８） 

また立入禁止地域に入るときの、警備の仕方・防護服の着用等、原発事 

故・放射能汚染の恐ろしさが理解できると共にこの光景どこかで見た記 

憶がある。福島で全く同じことが繰り返されている。避難民も取材されているが、ここでも福島で

同じようなことが起こっている。老人が避難をしない、または避難しても帰ってくる。しかし若者

は帰って来ない。家族・村落・集団社会の崩壊。 

この本を東電の幹部、原子力村の人々が、読み、原発事故の恐ろしさを少しでも理解していれば、

福島の事故も防げたのではないか、と思ってしまう。後は「チェルノブイリ報告」の後半に紹介さ

れている「子供たち」への影響が、福島では起こらないことを祈るだけであるが、福島で起こるこ

とを「予想・予言」していたかのような内容の本である。 

 あとがきに、ドイツ人の言葉として「……もっと大切なのは、やはり同じ事故を二度と繰り返さ

ないということです。だから原発を止めることしかないのです」という文がある、この言葉を再度

かみしめて、今後の運動・活動を行っていきたい。 

 

（２）「低線量汚染地域からの報告」（ＮＨＫ出版 ：１４００円＋税） 

あの「チェルノブイリ事故から２６年後の健康被害」と表現されているが、内容は「国連科学委員

会」の見解、あるいは低線量被曝による健康被害についての国際的な合意に反するウクライナ国の

医師たちの主張と、被曝被害者の現状が、報告されている。この本に登場する人々は、被曝線量が

高い地域でない人たちで、福島を考える上で大変重要なことではないかと思う。日本からも「多く

の視察団」が来ていると、医師達は述べているが、日本では絶対と言ってよいほど、報道されるこ

とは無い。「誰が・どのような目的で」視察・研修に行っているのか？多くの医師が「福島が心配で

す。」とそして「私たちの経験を役立ててほしい」と述べている。日本では「避難区域の見直し」と

いうことで、立ち入り禁止区域が解除されつつあるが、この本を読んでみると「本当に大丈夫？」

と不安になってくる。「高い線量でも低い線量でも健康に被害を与えるということです」「人体にと

って放射線はゼロが正しいのです」というウクライナ国の医師の言葉を、しっかりと肝に銘ずべき 
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である。 

国際機関には認めてもらえない「放射線の影響による健康被害」について、

永年色々な制約があるなかで、取り組んでこられた「医師・市民」の取り組

みをぜひ知って頂きたい。 

なぜこれだけの「健康被害」が発生しているのに、国連科学委員会をはじ

め、ＩＡＥＡ（際原子力機関）ＷＨＯ（世界保健機関）等国連の諸機関は、

放射線の影響である、ということを認めようとしない。「データ不足」ある

いは「英語で書かれた論文が少ない」等の理由で。その考えに沿って政策・

方向を決めたのが「日本政府」であることは、 

この間の動き流れを見ているとそう思う。もっとチェルノブイリ周辺で起こっていることに、目を

向けて対策等を考えて欲しいものである。 

 

（３）「医学的根拠とは何か」（岩波新書：７２０円＋税） 

 なぜ国連の機関はこれほど健康被害が発生しているのに「放射線」の影

響である、ということを認めないのかということを、理解するのに役立っ

たのが、なぜ「医師は判断を誤るのか」と少し恐ろしい表現が「帯」につ

いている本が、「医学的根拠とは何か」（岩波新書：７２０円＋税）著者「津

田敏秀・岡山大学」で、この本も守田さんから紹介された。 

 

（４）「ホロコーストを次世代に伝える」 

（岩波ブックレット：５６０円＋税） 

 講演の中で「アウシュヴィッツ・ミュージアム」の日本人ガイド「中

谷剛さん」のことも触れられていたが、彼が書かれた本が「ホロコース

トを次世代に伝える」（岩波ブックレット：５６０円＋税）ここには、

アウシュヴィッツの展示内容だけでなく、戦争とどう向き合うのか、日

本へのメッセージも込められている。日本の大学のフォーラムで女子学

生から「日本の憲法改正についてどう考えますか？」と問われ、その答

えに躊躇したことを恥じ、今は「憲法９条を維持する可能性を最後まで

追い求めるできと思う」と表現されている。ページ数が少なく、読みや

すい本である。ぜひ一読ください。 

 

紹介：石田信己さん（左京区） 

「慰安婦」問題を／から考える（岩波書店：２７００円＋税） 

本書はタイトルにあるように、「慰安婦」問題そのものを考える視点による 

論考と、「慰安婦」問題が投げかける今日的課題の論究とを扱っている。 

「慰安婦」問題の定本が新書「従軍慰安婦」（吉見義明著）とすれば、歴史 

修正主義が「闊歩」「跋扈」する現在にあっての必読書と思います。 

 

http://www.iwanami.co.jp/cgi-bin/isearch?isbn=ISBN978-4-00-431458-5
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■＜ビキニ水爆実験＞船員被ばく追跡調査 福竜丸以外で初 

１９５４年に静岡県焼津市のマグロ漁船「第五福竜丸」が被ばく

した太平洋ビキニ環礁での米国の水爆実験を巡り、厚生労働省が近 

く、当時周辺で操業していた他の船員について健康影響調査に乗り出すことが分 

かった。被災船は全国で少なくとも５００隻、被災者は１万人に上るとされるが、国は 

これまで福竜丸以外の船員の追跡調査をしてこなかった。当時の放射線検査の記録が昨年見つかっ

たことを受けたもので、ビキニ水爆実験での被害の位置づけが大きく変わる可能性が出てきた。 

水爆実験では５４年３月１４日に福竜丸が帰港した後、他の漁船やマグロからも放射線が検出さ

れた。同１８日に国は東京など５港を帰港先に指定。放射線が一定基準（距離１０センチで毎分１

００カウント＝放射線測定器の計測値）を超えた漁獲物を廃棄処分し、船員についても毎分５００

カウントを超えれば精密検査を行うとしたが、同年末で放射線検査は打ち切りに。翌５５年１月４

日、米国側の法的責任を問わない「慰謝料」として２００万ドル（当時のレートで７億２０００万

円）を日本側が受領することで「完全な解決」とする日米交換公文に署名、政治決着させた。 

５５年４月に閣議決定した慰謝料の配分先には福竜丸以外の船員１２３人の治療費や９９２隻が

水揚げした汚染マグロなどの廃棄経費も含まれていた。しかし、国はその後、こうした船員らにつ

いて全くフォローをせず、８６年３月の衆院予算委分科会で今井勇厚相（当時）は当時の記録の存

在を否定した上で「３０年以上前のことで調査も難しいし、対策を講ずることは考えにくい」と答

弁していた。 

国の対応を転換させたのは、高知県で８０年代から船員の聞き取りを進めてきた市民団体「太平

洋核被災支援センター」の活動。山下正寿事務局長は、被災時に厚生省がまとめ外務省を通じて米

国側に提供した検査記録の一部を同省が２０１３年に開示したことを受け、基になった記録の開示

を１４年７月に厚労省に求めた。 

同９月、厚労省は延べ５５６隻、実数４７３隻の船員の体表面などを検査した記録を開示した。

厚労省幹部は「過去に薬害エイズもあり、『資料を隠していた』と指摘されることに厚労省は敏感だ」

と話し、記録開示の延長線上で船員らの健康影響調査をせざるを得なくなったことを示唆する。 

福竜丸以外の漁船を巡っては１４年８月、岡山理科大の豊田新教授が広島市内で開かれた研究グ

ループの会合で、水爆実験の東方約１３００キロの海域にいた高知県の船員の歯を調べたところ最

大４１４ミリシーベルトの被ばくをしていたと報告。同グループは広島大の星正治名誉教授の呼び

掛けで集まった放射線被ばくの研究者や山下事務局長らで構成され、血液の細胞中にある染色体異

常なども調べている。 

関係者によると、厚労省の健康影響調査は、専門家らを集めた研究会を設置し、同省の記録に基

づき当時の被ばく状況を推計するとともに、福竜丸の状況と比較する。星名誉教授らのグループに

よる船員の歯や染色体異常の検査も聞き取り調査する。【日野行介】 

 

scrapbook 
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【ことば】ビキニ水爆実験 

米国が１９５４年３月１日～５月１４日に太平洋マーシャル諸島ビキニ環礁を中心に行った６回

の核実験。初回に東方約１６０キロの危険区域外にいた第五福竜丸が放射性降下物（死の灰）を浴 

びて被ばく、乗組員２３人のうち無線長の久保山愛吉さん（当時４０歳）が半年後に死亡した。日 

本船は広範囲で被災し、漁獲物を廃棄するなどした。厚生労働省は「当該海域に延べ１０００隻、

（２回以上被災した船もあり）実数５５０隻程度と言われる」とし、１隻当たり約２０人、実数で

約１万人が影響を受けたとみられる。 

 

◇解説 実態に迫る一歩に 

国がようやく着手する第五福竜丸以外の船員の調査は、病歴や死因を含めて一人一人の状態にど

こまで踏み込むかが焦点になる。 

福竜丸以外の船については、厚生労働省や外務省の開示記録でも、宮古港に帰港した貨物船への

岩手医科大の検査結果として「放射能症状を疑わせる者４名」がいた事例などが報告されている。

だが、こうした事例に対する国の対応について、水爆実験直後に政府の調査船でビキニ環礁に赴い

た研究者らのグループは、１９７６年発行の「ビキニ水爆被災資料集」で「（福竜丸以外の）乗組員

の被災状況が明らかにされたものでも、その後に健康診断が行われたかは不明で、追跡調査が行わ

れた記録もない」と批判していた。 

一方、厚労省は昨年の開示記録について、当時の船員の最大被ばく量は毎分９８８カウントだっ

たとして「２週間同じペースで被ばくした場合の線量は１．６８ミリシーベルトで、健康に影響す

る国際基準（１００ミリシーベルト）を下回っている」と説明。被ばくは微量に過ぎず影響はない、

と強調する。 

被ばくの影響を巡っては、疫学的な調査では明らかに「健常者との有意な差」（異常）があっても、

外部被ばくの線量評価だけで「被ばくはわずか」と影響を否定するという対立がこれまで繰り返さ

れてきた。ビキニでの被ばくに詳しい安斎育郎・立命館大名誉教授（放射線防護学）は「大事なの

はとにかく多くの情報を集め、（当時検査していない）内部被ばくを含めた被ばく実態に迫ること。

民間では調べられないことでも国なら調べられる。それをする意義は大きい」と指摘。国は調査で

「一歩前」に出ることが求められる。【日野行介】      （２０１５年１月５日 毎日新聞） 

■米、初核実験の地で被曝調査着手 ニューメキシコ州トリニティ・サイト 

広島と長崎に原爆を投下する前の１９４５年７月１６日に米国が初めて核実験をしたニューメキ

シコ州のトリニティ・サイト周辺の住民が、健康被害を訴えている。昨年９月に米国立がん研究所

（ＮＣＩ）の研究チームが被曝（ひばく）状況の調査を開始。世界最初の原爆被害者が自国内に存

在すると、米国が認めるか注目が集まる。核兵器が使われて７０年。日米で原爆をめぐる記憶の継

承が瀬戸際にある中、投下を正当化する声が根強い米国に、変化の兆しを見た。 
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爆心地の南東約６５キロにあるトゥラローサ村をはじめ、周辺地域に住む人や出身者は２００５

年に住民団体を設立。ティナ・コルドバ代表（５５）は「戦後生まれも含め、甲状腺がんやその他

の固形がん、白血病が異常に多いのは明らか。放射性降下物で汚染された食べ物や水を摂取し、内

部被曝したとしか思えない」と主張する。 

同村のヘンリー・ヘレラさん（８０）は、「あの日」のきのこ雲を見た。「数時間後には灰が降っ

てきた。それを生きて語れるのは自分だけ。皆、がんで死んでしまった」と嘆く。 

住民は核実験時、近くの空軍基地の弾薬庫で爆発があった、と偽った情報を聞かされただけで避

難指示は受けなかった。この地の草を食べた牛の乳を飲み、ウサギを狩る自給自足の食生活を続け

た。雨水をためて飲んだという。 

米国には既に、ネバダ州の核実験場で行われた大気圏内核実験の従事者や周辺の「ダウン・ウィ

ンダー（風下住民）」、ウラン採掘場の労働者を対象に一時金を支払う被曝補償法（ＲＥＣＡ）があ

る。トリニティ・サイト周辺の住民らは、ニューメキシコ州も早急に対象に加えるよう法改正を連

邦議会に働き掛けている。 

トリニティ・サイトをめぐっては、原爆開発が極秘計画だったこともあり、大気圏内実験が１０

０回も繰り返されたネバダ州と比べて注目度は低かった。だが１０年に米疾病予防センター（ＣＤ

Ｃ）の報告書が「内部被曝が相当の健康リスクを及ぼしている可能性がある」と指摘。今回のＮＣ

Ｉの調査は、初の本格的な住民調査になる。 

担当する線量測定の専門家スティーブン・サイモン氏（６５）によると、まずは核実験当時から

の住民９人を面接。昔の食生活などを詳細に聞き取っている。さらに人数を増やし、人種や地域ご

との差も調べる。放射性降下物の飛散範囲のデータなどと照らし合わせ、被曝線量の推定につなげ

たいという。 

ただ、研究目的の調査が議会の動向に影響するかは未知数だ。コルドバさんは「７０年前に何が

起こったのか知りたい」としながらも「私たちには時間がない。調査でもし明確な結果が出なかっ

たとしても、救済を遅らせる口実にされてはならない」と警戒している。 

 

トリニティ・サイト 

米国の原爆開発計画「マンハッタン計画」の下、史上初の核実験がされた場所。長崎原爆と同じ

プルトニウム型の核爆弾を、高さ約３０メートルの鉄塔の頂上に据え付けて爆発させた。威力はＴ

ＮＴ火薬に換算して広島原爆（約１５キロトン）を上回る１９キロトン。きのこ雲は上空約１１・

５キロまで上がり、約２００キロ離れた場所のガラスが衝撃波で割れたといわれている。 

                      （２０１５年１月５日 中國新聞） 
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行事カレンダー 

月 日 曜 行     事 

２ １ 日 「ガマ人間あらわる」公演（１４時・エルおおさかエルシアター） 

 ２ 月  

 ３ 火 節分 

 ４ 水  

  ５ 木  

 ６ 金 6・９行動                             キンカン行動 

 ７ 土 矢ヶ崎克馬先生お話し会（１１時・明日都は魔大津） 

 ８ 日 矢ヶ崎克馬先生講演会（１３時３０分・京大吉田南４号館） 

 ９ 月 6・９行動 

 １０ 火  

 １１ 水 建国記念の日 

 １２ 木  

 １３ 金 キンカン行動 

 １４ 土 バレンタインデー 

 １５ 日  

 １６ 月  

 １７ 火  

 １８ 水  

 １９ 木  

 ２０ 金 キンカン行動 

 ２１ 土  

 ２２ 日 はたらく女性の京都集会（１０時３０分・ラボール京都） 

 ２３ 月

月 

 

 ２４ 火  

 ２５ 水  

 ２６ 木  

 ２７ 金 キンカン行動 

 ２８ 土  

 ３ １ 日 ３・１ビキニデー 

  2 月  

 ３ 火 
原発賠償京都訴訟第７回期日（１０時・傍聴券抽選・京都地裁） 

ひな祭り 

 

 

４ 水  

 ５ 木  

 ６ 金 キンカン行動 

 ７ 土 バイバイ原発３・７京都集会（１３時３０分・円山音楽堂 

 


